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(57)【要約】
　（ａ）少なくとも１つのパーソナルケア組成物相、及び（ｂ）少なくとも１つの別のパ
ーソナルケア組成物相を含む多相パーソナルケア組成物であって、該相（ａ）及び相（ｂ
）は物理的に接して詰められる視覚的に区別可能な相であり、該相（ａ）及び相（ｂ）は
約１Ｐａ～約１００Ｐａの降伏応力を有し、該相（ａ）及び（ｂ）の降伏応力が少なくと
も２００Ｐａまでにわたる剪断応力において、該相（ａ）と相（ｂ）の粘度比は約１：１
５～約１５：１である。このような動力学的条件で、各相組成物のレオロジー特性を適合
することにより、多相パーソナルケア組成物の所望の模様が、容易に得られ及び／又は長
期間維持される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多相パーソナルケア組成物であって、
　（ａ）少なくとも１つのパーソナルケア組成物相、及び
　（ｂ）少なくとも１つの別のパーソナルケア組成物相、
　を含み、該相（ａ）及び相（ｂ）が物理的に接触して詰められている視覚的に区別可能
な相であり、該相（ａ）及び相（ｂ）が約１Ｐａ～約１００Ｐａの降伏応力を有し、及び
、該相（ａ）及び（ｂ）の降伏応力が少なくとも２００Ｐａまでにわたる剪断応力におい
て、相（ａ）と相（ｂ）の粘度比が約１：１５～約１５：１である、多相パーソナルケア
組成物。
【請求項２】
　前記相（ａ）と相（ｂ）の粘度比が約１：５～約５：１である、請求項１に記載の多相
パーソナルケア組成物。
【請求項３】
　前記相（ａ）と相（ｂ）の粘度比が約１：３～約３：１である、請求項１に記載の多相
パーソナルケア組成物。
【請求項４】
　前記相（ａ）及び相（ｂ）が約１０ｋＰａ．ｓ～約１，０００ｋＰａ．ｓのゼロ剪断粘
度を有する、請求項１に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項５】
　前記相（ａ）及び相（ｂ）が約０．８５ｇ／ｃｍ3～約１．１５ｇ／ｃｍ3の密度を有し
、前記相（ａ）と相（ｂ）との密度差が約０．２０ｇ／ｃｍ3以下である、請求項１に記
載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項６】
　前記パーソナルケア組成物相（ａ）及び（ｂ）が、カチオン性界面活性剤、高融点脂肪
族化合物、及び水性キャリアを含むゲルマトリックスを含むコンディショニング組成物相
である、請求項１に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項７】
　前記パーソナルケア組成物相の少なくとも１つが、粒径約５ナノメートル～約５μｍの
粒子、及びＣｌｏｇＰ値が－０．５以下の粒子用キャリア流体を更に含む、請求項６に記
載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項８】
　前記粒子が有機顔料類、無機粒子類、及びこれらの混合物から成る群から選択される、
請求項７に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項９】
　前記粒子用キャリア流体が－１．０以下のＣｌｏｇＰ値を有する、請求項７に記載の多
相パーソナルケア組成物。
【請求項１０】
　前記粒子用キャリア流体が－１．５以下のＣｌｏｇＰ値を有する、請求項７に記載の多
相パーソナルケア組成物。
【請求項１１】
　前記粒子用キャリア流体が、ジグリセリン、ソルビトール、グリセリン、エタンジオー
ル、ジエチレングリコール、１，４－ブタンジオール、プロピレングリコール、１，４－
ペンタンジオール、１，３－ブタンジオール、ジプロピレングリコール、１，５－ペンタ
ンジオール、及びこれらの混合物から成る群から選択される、請求項７に記載の多相パー
ソナルケア組成物。
【請求項１２】
　前記粒子用キャリア流体が、ジグリセリン、グリセリン、エタンジオール、ジエチレン
グリコール、１，４－ブタンジオール、プロピレングリコール、及びこれらの混合物から
成る群から選択される、請求項９に記載の多相パーソナルケア組成物。
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【請求項１３】
　前記粒子用キャリア流体が、ジグリセリン、グリセリン、及びこれらの混合物から成る
群から選択される、請求項１０に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項１４】
　前記粒子及び粒子用キャリア流体を含む前記パーソナルケア組成物相が、高融点脂肪族
化合物以外の油状化合物を実質的に含まない、請求項７に記載の多相パーソナルケア組成
物。
【請求項１５】
　請求項１に記載の多相パーソナルケア組成物であって、前記相（ａ）が、
　（ｉ）カチオン性界面活性剤、高融点脂肪族化合物、及び水性キャリアを含むゲルマト
リックス、及び
　（ｉｉ）シリコーン化合物類、
　を含み、前記相（ａ）が粒径約５ナノメートル～約５μｍの粒子を実質的に含まず、
　及び前記相（ｂ）が、
　（ｉ）カチオン性界面活性剤、高融点脂肪族化合物、及び水性キャリアを含むゲルマト
リックス、
　（ｉｉ）粒径約５ナノメートル～約５μｍの粒子、及び
　（ｉｉｉ）ＣｌｏｇＰ値が－０．５以下の粒子用キャリア流体、
　を含み、前記相（ｂ）が高融点脂肪族化合物類以外の油状化合物を実質的に含まない、
多相パーソナルケア組成物。
【請求項１６】
　前記視覚的に区別可能な相が、ストライプ模様、渦模様、渦巻き模様、大理石模様、及
びこれらの組み合わせから成る群から選択される模様を形成する、請求項１に記載の多相
パーソナルケア組成物。
【請求項１７】
　前記パーソナルケア組成物がヘアコンディショニング組成物である、請求項１に記載の
多相パーソナルケア組成物。
【請求項１８】
　パーソナルケア効果を毛髪又は皮膚に提供する方法であって、前記方法が以下の工程、
　（ａ）請求項１に記載の組成物の有効量を前記毛髪又は皮膚上に局所的に適用する工程
、及び
　（ｂ）前記組成物を前記毛髪又は皮膚から水ですすぐことにより除く工程、を含む方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、（ａ）少なくとも１つのパーソナルケア組成物相、及び（ｂ）少なくとも１
つの別のパーソナルケア組成物相を含む多相パーソナルケア組成物に関し、該相（ａ）及
び相（ｂ）は物理的に接して詰められる視覚的に区別可能な相であり、該相（ａ）及び相
（ｂ）は約１Ｐａ～約１００Ｐａの降伏応力を有し、該相（ａ）及び（ｂ）の降伏応力が
少なくとも２００Ｐａまでにわたる剪断応力において、相（ａ）と相（ｂ）の粘度比は約
１：１５～約１５：１である。このような動力学的条件で、各相組成物のレオロジー特性
を適合することにより、多相パーソナルケア組成物の所望の模様が容易に得られ及び／又
は長期間維持される。
【背景技術】
【０００２】
　毛髪の状態を整えるために様々な取り組みが行われてきた。これらは、シャンプー後に
ヘアリンスを適用することから、リーブオンヘアコンディショナーを適用すること、シャ
ンプーにコンディショニング構成成分を含ませることにまで及ぶ。コンディショナーを包
含するシャンプーの気軽さや便利さを好む消費者も多数いるが、シャンプーとは別の工程
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で、通常はシャンプー後に行う工程として毛髪に適用される、より慣用のコンディショナ
ー製剤を好む消費者もいる。こうしたヘアコンディショナーは、毛髪への適用及び分与を
容易にするために、典型的にはジェル又はクリームなど単相の増粘化製品として処方され
る。
【０００３】
　ヘアリンスコンディショナーは、従来、カチオン性界面活性剤の組み合わせをベースに
しており、一般に、ジタロウジメチルアンモニウムクロリドなどの第四級アンモニウム化
合物、及びセチルアルコール、ステアリルアルコールなどの脂肪族アルコールである。こ
の組み合わせによって、ゲルマトリックス構造が得られ、高粘度でクリーム状のレオロジ
ーをもった組成物が提供される。しかし、この特有のゲルマトリックスのレオロジーは、
補助成分の影響を非常に受ける。このような成分を追加すると、ゲルマトリックス構造の
崩壊とレオロジーの著しい減少をもたらす。
【０００４】
　単一の製品で複数の効果を消費者にもたらす、及び／又は美しい製品外観を消費者にも
たらすものが長い間望まれていた。「複数の効果」とは、例えばヘアコンディショニング
分野では、強化されたヘアコンディショニング、ヘアコンディショニングとスタイリング
、ヘアコンディショニングと毛髪量、ヘアコンディショニングと毛髪光沢増強、ヘアコン
ディショニングと着色、ヘアコンディショニングと保湿、ヘアコンディショニングと強化
された芳香、ヘアコンディショニングと抗ふけ、ヘアコンディショニングとＵＶ保護、及
びぬれた毛髪のコンディショニングと乾いた毛髪のコンディショニング効果が挙げられる
。
【０００５】
　パーソナルケア製品から複数の効果をもたらす、及び／又は、魅力的な製品外観をもた
らす１つの試みは、視覚的に区別可能な相を有する多相パーソナルケア組成物である。複
数の色及び／又は透明性などの視覚的に区別可能な相を有することで、消費者は多相パー
ソナルケア組成物による、強化された複数の効果を視覚的に認めることができる。複数の
色及び／又は透明性などの視覚的に区別可能な相を有することで、特に相が特定の模様、
例えばストライプ模様、大理石模様、幾何学模様、渦巻き模様、及びこれらの組み合わせ
などの模様を形成する場合、消費者は多相パーソナルケア組成物による、魅力的な製品外
観も得ることができる。
【０００６】
　多相パーソナルケア組成物が特定の模様を形成する場合、相は通常物理的に接して詰め
られる。相が模様を形成し、物理的に接して詰められるそのような多相パーソナルケア組
成物では、かかる模様を安定して有する多相パーソナルケア組成物を提供する必要性が残
される。
【０００７】
　本発明の発明者らにより、相が特定の模様を形成し、物理的に接して詰められる多相パ
ーソナルケア組成物では、所望の模様を得るのが困難であることが見出された。例えば、
包装容器内に相を詰めた場合、所望の模様を得るのが困難であることがある。例えば、所
望の模様が得られたとしても、このような模様は例えば振動が原因となり輸送中に安定で
ないことがある。本発明の発明者らにより、特にコンディショニング組成物類がゲルマト
リックスを含む場合、所望の模様を得ること及び／又は維持することが困難であることが
見出された。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　それ故に、１製品から供給される複数の効果、及び／又は美しい製品外観をもたらし、
所望の模様を得ること、及び／又は長期間維持することが容易な、多相パーソナルケア組
成物の必要性が依然として残される。特に組成物がゲルマトリックスを含む場合に、１製
品から供給される複数の効果、及び／又は美しい製品外観をもたらし、所望の模様を得る
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こと、及び／又は長期間維持することが容易な、多相パーソナルケア組成物の必要性も残
される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は多相パーソナルケア組成物を目的とし、かかる組成物は、
　（ａ）少なくとも１つのパーソナルケア組成物相、及び
　（ｂ）少なくとも１つの別のパーソナルケア組成物相、
　を含み、該相（ａ）及び相（ｂ）は物理的に接して詰められる視覚的に区別可能な相で
あり、該相（ａ）及び相（ｂ）は約１Ｐａ～約１００Ｐａの降伏応力を有し、及び、相（
ａ）及び（ｂ）の降伏応力が少なくとも２００Ｐａまでにわたる剪断応力において、相（
ａ）と相（ｂ）の粘度比は約１：１５～約１５：１である。
【００１０】
　本発明の多相パーソナルケア組成物は、１製品から供給される複数の効果、及び／又は
美しい製品外観をもたらし、所望の模様を得ること、及び／又は長期間維持することが容
易である。このような動力学的条件で、かかる相組成物のレオロジー特性を適合すること
により、多相パーソナルケア組成物の所望の模様を、容易に得る及び／又は長期間維持す
ることが見出された。前記組成物は、コンディショニング、スタイリング、着色、毛髪量
、光沢、毛髪健康促進、及び保湿などの効果を提供する追加の構成成分を任意に含んでも
よい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　パーソナルケア組成物の必須構成成分を以下に説明する。また、本発明の実施例におい
て有用なさまざまな任意構成成分及び好ましい構成成分の非限定的な説明も含まれる。本
明細書は、本発明を特に指摘し、明確に請求する特許請求の範囲をもって結論とするが、
本発明は以下の説明から理解が深まると考えられる。
【００１２】
　百分率、割合及び比はすべて、特に指定のない限り、本発明の組成物の総重量に基づく
。列記された成分に関するこのような重量は全て、活性濃度に基づくものであり、従って
特に明記しない限り、市販材料類に包含され得る溶媒類又は副生物類を含まない。「重量
百分率」という用語は、本明細書では「重量％（ｗｔ％）」で表されることがある。
【００１３】
　特に指定されない限り、本明細書で使用される分子量は全て、グラム／モルで表される
重量平均分子量である。
【００１４】
　本明細書で使用する時、「水溶性」という用語は、構成成分が本発明の組成物中の水に
可溶性であることを意味する。一般に構成成分は、約２５℃で、水溶媒の約０．１重量％
、好ましくは約１重量％、より好ましくは約５重量％、更により好ましくは約１５重量％
の濃度で可溶性であるべきである。
【００１５】
　本明細書では、「含む」とは、最終結果に影響を及ぼさない他の工程及び他の成分を加
えることができることを意味する。この用語には、「から成る」及び「から本質的に成る
」という用語が包含される。
【００１６】
　本明細書では、「混合物類」とは、物質類の単純な組み合わせ、及びそれらの組み合わ
せの結果として生じる可能性のあるいかなる化合物類も包含することを意味する。
【００１７】
　多相パーソナルケア組成物
　本発明は、哺乳類の毛髪又は皮膚への使用に適した多相パーソナルケア組成物に関する
。多相パーソナルケア組成物は、（ａ）少なくとも１つのパーソナルケア組成物相（以下
相Ａ及び／又は相Ａ組成物）、及び（ｂ）少なくとも１つの別のパーソナルケア組成物相
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（以下相Ｂ及び／又は相Ｂ組成物）を含む。相Ａ及び相Ｂは、物理的に接して詰められた
視覚的に区別可能な相である。
【００１８】
　用語「多相の（multi-phased）」もしくは「多相（multi-phase）」は、本明細書で使
用する時、少なくとも２つの相が、それらが保存されている包装内に別個に区別可能な物
理的空間を占有しているが、互いに直接接している（すなわち、これらは境界により分離
されているのではなく、そして乳化しているのでもない）ことを意味する。本発明の一つ
の好ましい実施形態において、少なくとも２つの相を含む「多相の」パーソナルケア組成
物が、視覚的に区別可能な模様として容器内に存在する。この模様は、「多相の」組成物
を混合又は均質化した結果として生じる。この模様には、ストライプ模様、大理石模様、
直線的模様、中断ストライプ模様、チェック模様、斑点模様、すじ模様、クラスター模様
、斑紋模様、幾何学模様、まだら模様、リボン模様、らせん模様（helical）、渦模様（s
wirl）、配列模様、ふ入り模様、織物模様、溝模様、隆起線模様、波形模様、正弦波模様
、渦巻き模様（spiral）、ねじれ模様、曲線模様、周期模様、縞模様、横紋模様、輪郭模
様、不均等模様、レース模様、織り込み又は織り出し模様、バスケット織り模様、まだら
模様、及びモザイク模様、が挙げられるがこれらには限定されない。好ましくは、模様は
、ストライプ模様、渦模様、渦巻き模様、大理石模様、及びこれらの組み合わせより成る
群から選択される。好ましい実施形態において、ストライプ模様は、包装の寸法にわたっ
て相対的に一様且つ均一であってもよい。或いは、縞模様は、一様でなくてもよく、即ち
波形であってもよいし、又は寸法において均一でなくてもよい。縞模様は、必ずしもパッ
ケージ寸法全体にわたって伸びている必要はない。相は、多様な異なる色であってもよく
、もしくは粒子、光沢、もしくは真珠光沢を含んでもよい。
【００１９】
　本明細書で使用する時、「視覚的に区別可能」という用語は、各相によって占有される
領域が、互いに接して区別可能に分離した領域としてヒトの目で別々に見ることができる
（すなわち、それらが、約１００ミクロン未満の粒子のエマルションもしくは分散液では
ない）ことを意味する。
【００２０】
　本発明の多相パーソナルケア組成物には、相Ａが、組成物の約１重量％～約９９重量％
、好ましくは約３重量％～約９７重量％、より好ましくは約１０重量％～約９５重量％、
さらにより好ましくは約２０重量％～約９０重量％の量で存在する。相Ｂは、組成物の約
１重量％～約９５重量％、好ましくは約５重量％～約９０重量％、及びより好ましくは約
１０重量％～約８０重量％、さらにより好ましくは約１５重量％～約６０重量％の量で存
在する。本発明の多相パーソナルケア組成物は、相Ａ及び相Ｂ以外の他の相を含むことが
できるが、本発明の多相パーソナルケア組成物は相Ａ及び相Ｂから成るのが好ましい。こ
のような場合、相Ａ及び相Ｂは、相Ａと相Ｂの重量比が、好ましくは約９９：１～約５０
：５０、より好ましくは約９７：３～約６０：４０、さらにより好ましくは約９５：５～
約６５：３５の範囲内となるような濃度で、組成物中に存在する。
【００２１】
　本明細書で使用する時、「パーソナルケア組成物」は、特に指示のない限り、本発明の
組成物を指しており、当該組成物には、毛髪もしくは皮膚に局所適用するための組成物だ
けを含めるものとし、硬質表面クレンジング、布地もしくは洗濯クレンジング、及び毛髪
もしくは皮膚への局所適用が主に意図されていない他の類似用途など、他の用途を主なる
対象とする組成物は特に除外する。パーソナルケア組成物としては、例えば、ヘアコンデ
ィショニング組成物類、ヘアシャンプー組成物類、ヘアスタイリング組成物類、及び染毛
剤組成物類などのヘアケア組成物類、及び、皮膚保湿組成物類、及び皮膚クレンジング組
成物類などのスキンケア組成物類が挙げられる。
【００２２】
　本発明の組成物は、好ましくは約２～約８．５、より好ましくは約３～約７．５、さら
に好ましくは約３．５～約６．５のｐＨを有する。
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【００２３】
　組成物のレオロジー／粘度
　一般にパーソナルケア組成物の粘度は、剪断応力の増加により減少する。より小さい剪
断応力では、組成物の粘度は変化しない。降伏応力において、組成物の粘度が減少し始め
る。次いで、ある剪断応力において粘度の減少が止まり、その剪断応力より高い任意の剪
断応力において、粘度がほぼ一定となる。一般に、降伏応力までのより小さい剪断応力範
囲は「第一ニュートンプラトー」と呼ばれ、粘度は変化しない。粘度が変化しないより大
きい剪断応力範囲は「第二ニュートンプラトー」と呼ばれる。第一ニュートンプラトーか
ら第二ニュートンプラトーの範囲は「指数法則領域」と呼ばれる。第一ニュートンプラト
ーでの粘度は「ゼロ剪断粘度」と呼ばれる。
【００２４】
　本発明では、相Ａ及び相Ｂは、約１Ｐａ～約１００Ｐａ、好ましくは約３Ｐａ～約１０
０Ｐａ、より好ましくは約１０Ｐａ～約１００Ｐａの降伏応力を有する。降伏応力は、Ｔ
Ａインスツルメント（TA Instruments）より入手可能なＡＲ２０００を用いて、剪断応力
傾斜面測定により２５℃で測定される。相Ａ及び相Ｂは好ましくは、約１０ｋＰａ．ｓ～
約１，０００ｋＰａ．ｓ、より好ましくは約２０ｋＰａ．ｓ～約８００ｋＰａ．ｓ、さら
により好ましくは約５０ｋＰａ．ｓ～約６００ｋＰａ．ｓのゼロ剪断粘度を有する。ゼロ
剪断粘度は、ＴＡインスツルメント（TA Instruments）より入手可能なＡＲ２０００を用
いて、クリープ法により２５℃で測定される。相Ａと相Ｂの粘度比は、相Ａ及びＢの降伏
応力が、少なくとも２００Ｐａ、好ましくは少なくとも２５０Ｐａ、より好ましくは少な
くとも剪断応力が相Ａ及びＢの第二ニュートンプラトーに達するまでにわたる剪断応力に
おいて、約１：１５～約１５：１、及び好ましくは約１：５～約５：１、及びより好まし
くは約１：３～約３：１である。相Ａ及びＢの降伏応力にわたる剪断応力における粘度は
、ＴＡインスツルメント（TA Instruments）より入手可能なＡＲ２０００を用いて、剪断
応力傾斜面測定により２５℃で測定される。
【００２５】
　包装容器内に詰めた場合、各相のレオロジー特性間の著しい違いにより、所望の模様を
得ることが困難であることが見出される。特に輸送中、及び／又は振盪や落下など乱暴な
使用中に所望の模様を維持することも、各相のレオロジー特性間の著しい違いにより困難
であることが見出される。このような動力学的条件で、かかる相組成物のレオロジー特性
を適合することにより、多相パーソナルケア組成物の所望の模様を、容易に得る及び／又
は長期間維持することが見出された。
【００２６】
　好ましくは、相Ａ及び相Ｂは、約０．８５ｇ／ｃｍ3～約１．１５ｇ／ｃｍ3、より好ま
しくは約０．９ｇ／ｃｍ3～約１．１ｇ／ｃｍ3の密度を有する。相Ａと相Ｂの密度差が、
約０．２０ｇ／ｃｍ3以下、好ましくは約０．１５ｇ／ｃｍ3以下、より好ましくは約０．
１０ｇ／ｃｍ3以下、さらにより好ましくは約０．０５ｇ／ｃｍ3以下、及びいっそうより
好ましくは約０．０１ｇ／ｃｍ3以下であることも、振動などの応力条件下において安定
性の更なる向上を考慮すると好ましい。各層の密度はピクノメーター（Pycnometer）によ
って測定される。密度は、ｇ／ｃｍ3の単位で計算される。
【００２７】
　本発明の多相パーソナルケア組成物は、相Ａ及び相Ｂ以外の相を包含することができる
。多相パーソナルケア組成物がそのような追加相を包含する場合、そのような追加相は好
ましくは、少なくとも相Ａ又は相Ｂに物理的に接して詰められた視覚的に区別可能な相で
ある。本発明では、そのような追加相も、相Ａ及びＢに要求される上記特性、すなわち、
上記特定の降伏応力、ゼロ剪断粘度、粘度比、及び密度を有することが好ましい。
【００２８】
　ゲルマトリックス
　本発明の多相パーソナルケア組成物の好ましい実施形態では、相Ａ及び相Ｂの両相とも
、カチオン性界面活性剤、高融点脂肪族化合物、及び水性キャリアを含む、ゲルマトリッ
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クスを含む。より好ましい実施形態では、相Ｂは、粒子及び粒子用キャリア流体を更に含
む。更に好ましい実施形態では、相Ａ及び相Ｂは以下の通りである。
【００２９】
　相Ａは、
　（ｉ）カチオン性界面活性剤、高融点脂肪族化合物、及び水性キャリアを含むゲルマト
リックス、及び
　（ｉｉ）シリコーン化合物類、
　を含み、前記相Ａは約５ナノメートル～約５ミクロンの粒径を有する粒子を実質的に含
まず、及び
　相Ｂは、
　（ｉ）カチオン性界面活性剤、高融点脂肪族化合物、及び水性キャリアを有するゲルマ
トリックス、
　（ｉｉ）約５ナノメートル～約５ミクロンの粒径を有する粒子、及び
　（ｉｉｉ）ＣｌｏｇＰ値が－０．５以下の粒子用キャリア流体、
　を含み、前記相Ｂは高融点脂肪族化合物類以外の油状化合物を実質的に含まない。
【００３０】
　本発明において、「粒子を実質的に含まない」とは、Ａ相が約０．００１％以下、好ま
しくは０．０００１％以下、より好ましくは０％の粒子を含有することを意味する。本発
明において、「油状化合物を実質的に含まない」とは、Ｂ相が１％以下、好ましくは０．
５％以下、より好ましくは０％の油状化合物を含有することを意味する。本明細書のこの
ような油状化合物類は、高融点脂肪族化合物類以外の任意の油状化合物類であり、２５℃
における水１００ｇに対する溶解度が、約０．１ｇ以下、好ましくは約０．００５ｇ以下
、より好ましくは０．００１ｇ以下、さらにより好ましくは０．０００１ｇ以下である任
意の非水溶性油状化合物類である。このような油状化合物類としては、例えば、シリコー
ン化合物類、流動パラフィン類、動物性脂質類、及び鉱油類が挙げられる。
【００３１】
　カチオン性界面活性剤類及び脂肪族化合物類は、同一もしくは異なる種類とすることが
でき、相Ａ及び相Ｂ中に同濃度又は異なる濃度で存在することができる。
【００３２】
　相Ａ及び相Ｂは好ましくは、シリコーン類などの任意成分を添加可能なゲルマトリック
スを含む。ゲルマトリックスは、カチオン性界面活性剤、高融点脂肪族化合物、及び水性
キャリアを含み、濡れた髪でのつるつるする感触、乾燥した毛髪での柔らかさ及び潤い感
のような様々なコンディショニング効果をもたらすのに適している。上記のゲルマトリッ
クスを提供する観点から、カチオン性界面活性剤及び高融点脂肪族化合物は、カチオン性
界面活性剤の高融点脂肪族化合物に対するモル比が、好ましくは約１：１～１：１０、よ
り好ましくは約１：２～１：６の範囲であるような濃度で含有されている。
【００３３】
　好ましくは相Ａ及び相Ｂは、約６０重量％～約９９重量％、好ましくは約７０重量％～
約９５重量％、及びより好ましくは約８０重量％～約９５重量％のゲルマトリックスを含
む。
【００３４】
　上記量のゲルマトリックスを含む組成物は、通常は、せん断速度０．１ｒａｄ／ｓ（１
．０ｒｐｍ）でＢ型粘度計を用いて２５℃で測定される場合、約５Ｐａ．ｓ（５，０００
ｃＰｓ）～約４０Ｐａ．ｓ（４０，０００ｃＰｓ）、好ましくは約１０Ｐａ．ｓ（１０，
０００ｃＰｓ）～約３０Ｐａ．ｓ（３０，０００ｃＰｓ）、より好ましくは約１２Ｐａ．
ｓ（１２，０００ｃＰｓ）～約２８Ｐａ．ｓ（２８，０００ｃＰｓ）の粘度によって特徴
付けられる。本発明の組成物は増粘ポリマーを含むことができるが、本発明の組成物は、
任意の増粘ポリマーを存在させずに上記粘度を有することができる。
【００３５】
　ゲルマトリックスの存在は、示差走査熱量計（以下に「ＤＳＣ」と称する）により前記
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組成物を測定することによって検出できる。ＤＳＣ測定により得られる特性チャートは、
試料温度が変動した際のエンタルピー変化又はエネルギー勾配に伴って生じる、走査した
試料の化学的及び物理的変化を示す。そのようなものとして、本発明のヘアコンディショ
ニング組成物の相挙動及び成分間の相互作用を、それらのＤＳＣ特性によって理解しても
よい。本発明の組成物のＤＳＣ測定は、任意の利用可能な好適な機器によって実施しても
よい。例えば、ＤＳＣ測定は、セイコーインスツルメンツ株式会社（Seiko Instruments 
Inc.）より入手可能なセイコー（Seiko）ＤＳＣ６０００機器によって好適に実施されて
もよい。典型的な測定手順では、試料は、適量の組成物をＤＳＣ測定用に作成された容器
内に封入し且つ密封することにより準備する。試料重量を記録する。盲検体試料、即ち、
同一容器の密封されていない試料も準備する。該試料及び該盲検体試料を機器内に配置し
、約－５０℃～約１３０℃、約１℃／分～約１０℃／分の加熱速度の測定条件下で測定し
た。同定されたピーク領域を計算し、試料重量で除して、エンタルピー変化をｍＪ／ミリ
グラムで求める。ピーク位置は、ピーク頂点位置により決定する。より多量のゲルマトリ
ックスを有する好ましい組成物の場合、ＤＳＣ特性は、約３ｍＪ／ミリグラムより大きい
、より好ましくは約６ｍＪ／ミリグラム～約１０ｍＪ／ミリグラムの形成ピークを示す。
好ましい組成物のＤＳＣ特性は、約５５℃～約７５℃、好ましくは約６７℃～７３℃のピ
ーク頂点温度を有する単一ピークを示す。好ましい組成物のＤＳＣ特性は、４０℃～５５
℃の温度にて、３ｍＪ／ミリグラム超、より好ましくは２．５ｍＪ／ミリグラム超、更に
より好ましくは２ｍＪ／ミリグラム超のピークを示さない。これは、４０℃～５５℃の温
度で示されるピークが、ゲルマトリックス内へ組み込まれていない高融点脂肪化合物及び
／又はカチオン性界面活性剤の存在を意味するからである。このようなゲルマトリックス
を主成分として形成された組成物は、約４０℃～約５５℃の温度範囲で、比較的安定した
相挙動を示すと考えられている。
【００３６】
　好ましくは、相Ａ及び相Ｂがゲルマトリックスを含む場合、ゲルマトリックスの安定性
を考慮し、相Ａ及び相Ｂはアニオン性界面活性剤類及びアニオン性ポリマー類を実質的に
含まない。本発明において、「アニオン性界面活性剤及びアニオン性ポリマーを実質的に
含まない」とは、組成物が、アニオン性界面活性剤とアニオン性ポリマーとの合計を１％
以下、好ましくは０．５％以下、より好ましくは完全に０％含有することを意味する。
【００３７】
　カチオン性界面活性剤
　カチオン性界面活性剤は、Ａ相及びＢ相組成物に、好ましくは約０．１重量％～約１０
重量％、より好ましくは約１重量％～約８重量％、さらにより好ましくは約２重量％～約
５重量％の濃度で含まれ得る。
【００３８】
　モノ－及びジ－アルキル鎖カチオン性界面活性剤を包含する様々なカチオン性界面活性
剤を、後述するように本発明の組成物中で使用することができる。それらの中で好ましい
のは、モノ－アルキル鎖第四級アンモニウム塩などのモノ－アルキル鎖カチオン性界面活
性剤である。本明細書で有用なモノ－アルキル鎖第四級アンモニウム塩は、１２～２２個
の炭素原子、好ましくは１６～２２個の炭素原子を有するモノ－長アルキル鎖を有するも
のである。きわめて好ましいモノ－アルキル鎖第四級アンモニウム塩は、例えば、セチル
トリメチルアンモニウムクロリド、ステアリルトリメチルアンモニウムクロリド、ベヘニ
ルトリメチルアンモニウムクロリドである。モノ－アルキル鎖カチオン性界面活性剤類が
好ましいが、ジ－アルキル鎖カチオン性界面活性剤類のような他のカチオン性界面活性剤
類もまた、単独で、又はモノ－アルキル鎖カチオン性界面活性剤類及び／若しくは非イオ
ン性界面活性剤類と組み合わせて使用されてもよい。
【００３９】
　本明細書において有用なカチオン性界面活性剤類としては、例えば、一般式（Ｉ）に相
当するものが挙げられる：
【００４０】
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【化１】

【００４１】
　前記式中、Ｒ71、Ｒ72、Ｒ73及びＲ74のうち少なくとも１つは、炭素原子数８～３０の
脂肪族基、又は炭素原子数約２２までの芳香族、アルコキシ、ポリオキシアルキレン、ア
ルキルアミド、ヒドロキシアルキル、アリール、若しくはアルキルアリール基から選択さ
れ、Ｒ71、Ｒ72、Ｒ73及びＲ74の残りは、炭素原子数１～約２２個の脂肪族基、又は炭素
原子数約２２までの芳香族、アルコキシ、ポリオキシアルキレン、アルキルアミド、ヒド
ロキシアルキル、アリール、若しくはアルキルアリール基から独立して選択され；そして
Ｘは、ハロゲン（例えば、塩化物、臭化物）、アセテート、シトレート、ラクテート、グ
リコーレート、ホスフェート、ニトレート、スルホネート、スルフェート、アルキルスル
フェート、及びアルキルスルホネートラジカルから選択されるもののような塩形成アニオ
ンである。脂肪族基類は、炭素及び水素原子に加えて、エーテル結合、及びアミノ基類の
ような他の基（複数）を含有することができる。より長鎖の脂肪族基類、例えば、炭素数
が約１２以上のものは、飽和であるか又は不飽和であることができる。Ｒ71、Ｒ72、Ｒ73

及びＲ74が、Ｃ1～約Ｃ22アルキルから独立して選択される場合が好ましい。
【００４２】
　一般式（Ｉ）のカチオン性界面活性剤のうち、好ましいのは、少なくとも１６個の炭素
を有する少なくとも１つのアルキル鎖を分子中に含有しているものである。このような好
ましいカチオン性界面活性剤の非限定例には、例えば、クラリアント（Clariant）から商
標名ジェナミン（Genアミン）ＫＤＭＰで、クローダ（Croda）から商標名インクロクァッ
ト（INCROQUAT）ＴＭＣ－８０で及び三洋化成（Sanyo Kasei）から商標名エコノール（EC
ONOL）ＴＭ２２で入手可能なベヘニルトリメチルアンモニウムクロリド；例えば、ＫＣＩ
から商標名ＣＴＡＣ　３０ＫＣで及びニッコー・ケミカルズ（Nikko Chemicals）から商
標名ＣＡ－２３５０で入手可能なセチルトリメチルアンモニウムクロリド；例えば、クラ
リアントから商標名ジェナミンＳＴＡＣＰで入手可能なステアリルトリメチルアンモニウ
ムクロリド；例えば、クローダから商標名インクロクアットＯ－５０で入手可能なオレア
ルコニウムクロリド；水素添加タローアルキルトリメチルアンモニウムクロリド、ジアル
キル（１４～１８）ジメチルアンモニウムクロリド、ジタローアルキルジメチルアンモニ
ウムクロリド、ジ水素添加タローアルキルジメチルアンモニウムクロリド、ジステアリル
ジメチルアンモニウムクロリド及びジセチルジメチルアンモニウムクロリドが挙げられる
。
【００４３】
　置換基のうちの少なくとも１つが、置換基として又はラジカル連鎖内の連結として存在
する１つ以上の芳香族、エーテル、エステル、アミド又はアミノ部分を含有する、親水性
置換カチオン性界面活性剤も好ましく、ここで、Ｒ71～Ｒ74ラジカルのうち少なくとも１
つが、アルコキシ（好ましくはＣ1～Ｃ3アルコキシ）、ポリオキシアルキレン（好ましく
はＣ1～Ｃ3ポリオキシアルキレン）、アルキルアミド、ヒドロキシアルキル、アルキルエ
ステル及びこれらの組合せから選択される１つ以上の親水性部分を含有する。好ましくは
、親水性置換されたカチオン性コンディショニング界面活性剤は、上述の範囲内に位置す
る２個～約１０個の非イオン性親水性部分を含有する。極めて好ましい親水性置換された
カチオン性界面活性剤類としては、ジアルキルアミドエチルヒドロキシエチルモニウム塩
、ジアルキルアミドエチルジモニウム塩、ジアルキロイルエチルヒドロキシエチルモニウ
ム塩、ジアルキロイルエチルジモニウム塩、及びこれらの混合物が挙げられ；例えば、次
の商標名で市販されている；ウィトコ・ケミカル（Witco Chemical）製のバリソフト（VA
RISOFT）１１０、バリソフト２２２、バリクァット（VARIQUAT）Ｋ１２１５及びバリクァ
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ット６３８、マックインタイア（McIntyre）製のマックプロ（MACKPRO）ＫＬＰ、マック
プロＷＬＷ、マックプロＭＬＰ、マックプロＮＳＰ、マックプロＮＬＷ、マックプロＷＷ
Ｐ、マックプロＮＬＰ、マックプロＳＬＰ、アクゾ（Akzo）製のエトクァッド（ETHOQUAD
）１８／２５、エトクァッドＯ／１２ＰＧ、エトクァッドＣ／２５、エトクァッドＳ／２
５及びエトデュオクァッド（ETHODUOQUAD）、ヘンケル（Henkel）製のデヒクァット（DEH
YQUAT）ＳＰ、並びにＩＣＩアメリカズ（Americas）製のアトラス（ATLAS）Ｇ２６５。ク
ローダ（Croda）から商標名インクロクァット（Incroquat）ＢＡ－８５で入手可能なババ
スアミドプロパルコニウムクロリドも前記組成物において好ましく使用される。
【００４４】
　アミンはカチオン性界面活性剤として好適である。第一級、第二級及び第三級脂肪族ア
ミン類が有用である。特に有用なであるのは、炭素が約１２～約２２個のアルキル基を有
する第三級アミドアミン類である。代表的な第三級アミドアミン類としては、ステアルア
ミドプロピルジメチルアミン、ステアルアミドプロピルジエチルアミン、ステアルアミド
エチルジエチルアミン、ステアルアミドエチルジメチルアミン、パルミタミドプロピルジ
メチルアミン、パルミタミドプロピルジエチルアミン、パルミタミドエチルジエチルアミ
ン、パルミタミドエチルジメチルアミン、ベヘナミドプロピルジメチルアミン、ベヘナミ
ドプロピルジエチルアミン、ベヘナミドエチルジエチルアミン、ベヘナミドエチルジメチ
ルアミン、アラキダミドプロピルジメチルアミン、アラキダミドプロピルジエチルアミン
、アラキダミドエチルジエチルアミン、アラキダミドエチルジメチルアミン、ジエチルア
ミノエチルステアルアミドが挙げられる。本発明における有用なアミン類は、ナハティガ
ル（Nachtigal）らにより米国特許第４，２７５，０５５号に開示される。これらのアミ
ンは、又、Ｌ－グルタミン酸、乳酸、塩酸、リンゴ酸、コハク酸、酢酸、フマル酸、酒石
酸、クエン酸、Ｌ－グルタミン酸塩酸塩、マレイン酸及びこれらの混合物、より好ましく
はＬ－グルタミン酸、乳酸、クエン酸のような酸と組み合わせて使用できる。本明細書の
アミン類は、好ましくは、いかなる酸によっても、アミンと酸のモル比が約１：０．３～
約１：２、より好ましくは約１：０．４～約１：１で部分的に中和される。
【００４５】
　高融点の脂肪族化合物
　高融点脂肪族化合物はＡ相及びＢ相組成物中に、組成物の約２．５重量％～約１５重量
％、好ましくは約４重量％～約１０重量％、より好ましくは約５重量％～約８重量％の濃
度で含まれ得る。
【００４６】
　本明細書に有用な高融点脂肪化合物は２５℃以上の融点を有し、脂肪族アルコール、脂
肪酸、脂肪族アルコール誘導体、脂肪酸誘導体及びこれらの混合物から成る群から選択さ
れる。当業者は、本明細書のこの項に開示されている化合物が、場合によっては２つ以上
の分類に属することができる（例えば、いくつかの脂肪族アルコール誘導体類が脂肪酸誘
導体類として分類されることもあり得る）ことを理解している。しかしながら、示されて
いる分類は、その特定の化合物に対する限定であるように意図するのではなく、分類及び
命名法の便宜上そのようにしている。更に、当業者は、二重結合の数と位置、及び分枝の
長さと位置によっては、特定の必要とされる炭素原子を有する特定の化合物が２５℃未満
の融点を有することがあることを理解している。そのような低融点の化合物はこの項に含
まれないものとする。高融点化合物の非限定的な例は、国際化粧品成分辞典（Internatio
nal Cosmetic Ingredient Dictionary）、第５版、１９９３年、及びＣＴＦＡ化粧品成分
ハンドブック（Cosmetic Ingredient Handbook）、第２版、１９９２年に記載されている
。
【００４７】
　様々な高融点脂肪化合物のうち、脂肪族アルコール類が好ましくは本発明の組成物に使
用される。本明細書で有用な脂肪族アルコール類は、炭素原子数約１４～約３０、好まし
くは炭素原子数約１６～約２２であるものである。これらの脂肪族アルコール類は飽和で
あり、直鎖もしくは分枝鎖アルコールであることができる。好ましい脂肪族アルコール類
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には、例えば、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール及びこれ
らの混合物が挙げられる。
【００４８】
　本明細書で有用な市販の高融点脂肪化合物には、新日本理化（Shin Nihon Rika）（日
本、大阪）から入手可能な商品名コノール（KONOL）シリーズ及びＮＯＦ（日本、東京）
から入手可能な商品名ＮＡＡシリーズのセチルアルコール、ステアリルアルコール、及び
ベヘニルアルコール；ワコー（WAKO）（日本、大阪）から入手可能な商品名１－ドコサノ
ール（DOCOSANOL）の純粋なベヘニルアルコールが挙げられる。
【００４９】
　水性キャリア
　本発明のＡ相及びＢ相組成物は、好ましくは水性キャリアを含む。このキャリアの濃度
と種は、他の構成成分との適合性、及び当該製品の他の所望の特性に応じて選択される。
【００５０】
　本発明で有用な前記キャリアには、水、並びに低級アルキルアルコール類及び多価アル
コール類の水溶液が挙げられる。本明細書で有用な低級アルキルアルコール類は、炭素数
１～６の一価アルコール類、より好ましくはエタノール及びイソプロパノールである。本
明細書で有用な多価アルコール類には、プロピレングリコール、ヘキシレングリコール、
グリセリン、及びプロパンジオールが挙げられる。
【００５１】
　好ましくは、水性キャリアは実質的に水である。好ましくは脱イオン水を使用する。ミ
ネラルカチオン類を包含する天然供給源からの水もまた、製品の所望の特性に応じて使用
することができる。一般的に、本発明の組成物は約２０％～約９９％、好ましくは約３０
％～約９５％、より好ましくは約８０％～約９５％の水を含む。
【００５２】
　粒子
　本発明のＡ相及びＢ相組成物は、視覚的に区別可能な相、美しい外観、及び／又はその
他効果を提供するための粒子を含むことができる。好ましい実施形態では、相Ｂは粒子を
含み、一方相Ａは、特に相Ａがシリコーン化合物などの油状化合物を含む場合、粒子を実
質的に含まない。粒子は、好ましくは約０．００１重量％～約１０重量％、より好ましく
は約０．００５重量％～約７重量％、さらにより好ましくは約０．００５重量％～約５重
量％の濃度で組成物中に含まれ得る。粒子類の中でも顔料類は、好ましくは約０．００１
重量％～約０．５重量％、より好ましくは約０．００５重量％～約０．２重量％、さらに
より好ましくは約０．００５重量％～約０．１重量％の濃度で組成物中に含まれ得る。
【００５３】
　本明細書で有用な粒子類は非水溶性であり、約５ナノメートル～約５μｍ、好ましくは
約５ナノメートル～約２μｍ、より好ましくは約５ナノメートル～約１μｍの粒径を有す
る粒子である。本明細書で有用な粒子類は好ましくは、０．８ｇ／ｃｍ3以上、より好ま
しくは０．９ｇ／ｃｍ3以上の密度を有する粒子である。
【００５４】
　本明細書で有用な粒子類は、有機又は無機類とすることができる。有機粒子類としては
、例えばポリマー粒子類、及びレーキを包含する有機顔料類が挙げられる。無機粒子類と
しては、例えば、無機抗ふけ剤、無機ＵＶ保護剤、無機充填剤、及び無機顔料類が挙げら
れる。上記粒子類のうち好ましいのは、有機顔料類及び無機粒子類である。
【００５５】
　このような有機顔料類としては、例えば、医薬品及び化粧品用赤色３０号Ａｌレーキ、
食品、医薬品及び化粧品用青色１号レーキ、食品、医薬品及び化粧品用黄色５号レーキ、
医薬品及び化粧品用赤色３０号タルクレーキ、医薬品及び化粧品用赤色７号カルシウムレ
ーキ、医薬品及び化粧品用赤色３４号カルシウムレーキ、赤色３０号低鉄、医薬品及び化
粧品用赤色２７号Ａｌレーキ、医薬品及び化粧品用赤色２８号レーキ、医薬品及び化粧品
用黄色６号レーキ、医薬品及び化粧品用黄色５号Ｚｒレーキ、インターカレートされた食
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品、医薬品及び化粧品用青色１号、インターカレートされた食品、医薬品及び化粧品用黄
色６号、インターカレートされた医薬品及び化粧品用黄色１０号、及びインターカレート
された医薬品及び化粧品用赤色６号、及びこれらの混合物が挙げられ、インターカレート
された有機顔料とは、層状の二重ハイドロタルサイト中にインターカレートされたもので
ある。好ましいのは、医薬品及び化粧品用赤色３０号Ａｌレーキ、医薬品及び化粧品用赤
色３０号タルクレーキ、医薬品及び化粧品用赤色２７号Ａｌレーキ、及びインターカレー
トされた食品、医薬品及び化粧品用青色１号、インターカレートされた食品、医薬品及び
化粧品用黄色６号、インターカレートされた医薬品及び化粧品用黄色１０号、及びインタ
ーカレートされた医薬品及び化粧品用赤色６号であり、前記インターカレートされた有機
顔料とは、以下の化学式を有する層状の二重ハイドロタルサイト中にインターカレートさ
れたものである。［Ｚｎ1-xＡｌx（ＯＨ）2］

x+（Ａn-）x/n・ｙＨ2Ｏ、式中Ａn-はアニ
オン性染料分子を表し、ｘ＝［Ａｌ］／（［Ｚｎ］＋［Ａｌ］）である。このようなイン
ターカレートされた有機顔料類は、大東化成工業（Daito Kasei Kogyo Co., Ltd.）より
入手できる。
【００５６】
　このような無機粒子類としては、例えば、ジンクピリチオン及び酸化亜鉛などの無機抗
ふけ剤、酸化亜鉛及び二酸化チタンなどの無機ＵＶ保護剤、炭酸カルシウム、硫酸バリウ
ム、及び硫酸カルシウムなどの無機充填剤、及び無機顔料類が挙げられる。
【００５７】
　無機顔料類は、酸化鉄、フェロシアン化第二鉄、酸化クロム、水和酸化クロム、マンガ
ンバイオレット、ウルトラマリン、二酸化チタン、酸化亜鉛、カーボンブラック、天然雲
母、合成雲母、グラファイト、タルク、カオリン、アルミナフレーク、オキシ塩化ビスマ
ス、シリカフレーク、ガラスフレーク、セラミック、二酸化チタン、ベントナイト、Ｃａ
ＳＯ4、ＣａＣＯ3、ＢａＳＯ4、ボロシリケート、干渉顔料類など、及びこれらの混合物
である。
【００５８】
　本発明の干渉顔料類は、小板状体の粒子状物質類である。干渉顔料は、多層構造、すな
わち粒子基材と薄膜を含む。多種多様な粒子基材類が本明細書では有用である。粒子基材
類の非限定例は、天然雲母、合成雲母、グラファイト、タルク、カオリン、アルミナフレ
ーク、オキシ塩化ビスマス、シリカフレーク、ガラスフレーク、セラミック、二酸化チタ
ン、ベントナイト、ＣａＳＯ3、ＣａＣＯ3、ＢａＳＯ4、ボロシリケート、及びこれらの
混合物であり、好ましくは雲母、シリカフレーク、及びアルミナフレークである。薄膜の
一層もしくは薄膜の多層が、前述の基材の表面上にコーティングされる。多種多様な薄膜
類が本明細書では有用である。薄膜の非限定例は、ＴｉＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、ＳｎＯ2、Ｃｒ2

Ｏ3、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＳｎＯ、ＺｒＯ2、ＣａＦ2、Ａｌ2Ｏ3、ＢｉｏＣｌ、及
びこれらの混合物であり、又は別個の層の形態では、好ましくはＴｉＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、Ｃ
ｒ2Ｏ3、及びＳｎＯ2である。本明細書で有用な干渉顔料の非限定例には、プレスパース
社（Persperse,Inc.）より商標名プレスティージ（PRESTIGE）（登録商標）、フロナク（
FLONAC）（登録商標）として供給されるもの；ＥＭＤケミカルズ社（EMD Chemicals,Inc.
）より商標名ティミロン（TIMIRON）（登録商標）、カラロナ（COLORONA）（登録商標）
、ディクロナ（DICHRONA）（登録商標）、及びキシロナ（XIRONA）（登録商標）として供
給されるもの；及びエンゲルハード社（Engelhard Co.）より商標名フラメンコ（FLAMENC
O）（登録商標）、ティミカ（TIMICA）（登録商標）、デュオクローム（DUOCHROME）（登
録商標）として供給されるものが挙げられる。前記干渉顔料表面は疎水性であるか又は疎
水変性されたかのどちらかである。本明細書で有用な疎水性表面処理の非限定例としては
、シリコーン類、アクリレートシリコーンコポリマー類、アクリレートポリマー類、アル
キルシラン、イソプロピルチタニウムトリイソステアレート、ステアリン酸ナトリウム、
ミリスチン酸マグネシウム、ペルフルオロアルコールホスフェート、ペルフルオロポリメ
チルイソプロピルエーテル、レシチン、カルナウバろう、ポリエチレン、キトサン、ラウ
ロイルリジン、植物脂質抽出物類、及びこれらの混合物が挙げられ、好ましくはシリコー
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ン類、シラン類、及びステアレート類が挙げられる。表面処理企業には、ＵＳコスメティ
クス（US Cosmetics）、コボ・プロダクツ社（KOBO Products Inc.）、及びカードレ社（
Cardre Inc.）が挙げられる。
【００５９】
　粒子用キャリア流体
　本発明の組成物中に上記粒子類が包含される場合、凝集又はアグロメレーションを起こ
さずに粒子を均一に分散させるための、キャリア流体の使用が好ましい。キャリア流体は
組成物中に、キャリア流体と粒子の重量比が、好ましくは約９５：５～約２０：８０、よ
り好ましくは約９０：１０～約４０：６０、さらにより好ましくは約８０：２０～約６０
：４０の範囲内となるような濃度で含まれ得る。
【００６０】
　凝集及び／又はアグロメレーションは、小さい粒子を用いた場合、特に高密度及び／又
は高帯電の粒子を用いた場合、更に特に無機顔料類を含む有機顔料類及び無機粒子類を用
いた場合にみられる。美しい外観及び／又は使用感を考慮すると、このような凝集及び／
又はアグロメレーションを防ぐことが好ましく、従って、粒子を分散させるためのキャリ
ア流体類の使用が好ましい。しかし上述したように、ゲルマトリックスのレオロジーは追
加的な成分の影響を非常に受けやすく、ゲルマトリックスの動力学的条件下での粘度は、
容易に著しく低下する。本発明の発明者らにより、特定のキャリア流体を用いることによ
り、ゲルマトリックス粘度が著しく減少することなく、粒子とキャリア流体のゲルマトリ
ックス内への組み込みが可能であることが見出された。
【００６１】
　本明細書で有用な溶媒類は、好ましくは－０．５以下、より好ましくは－１．０以下、
さらにより好ましくは－１．５以下のＣｌｏｇＰ値を有する溶媒である。本明細書で有用
なこのような溶媒類としては、例えば、ジグリセリン（ＣｌｏｇＰ値＝－２．９５５）、
ソルビトール（ＣｌｏｇＰ＝－２．０４６）、グリセリン（ＣｌｏｇＰ値＝－１．５３８
）、エタンジオール（ＣｌｏｇＰ値＝－１．３６９）、ジエチレングリコール（Ｃｌｏｇ
Ｐ値＝－１．３０５）、１，４－ブタンジオール（ＣｌｏｇＰ値＝－１．１６４）、プロ
ピレングリコール（ＣｌｏｇＰ値＝－１．０３７）、１，４－ペンタンジオール（Ｃｌｏ
ｇＰ値＝－０．８５５）、１，３－ブタンジオール（ＣｌｏｇＰ値＝－０．７２８）、ジ
プロピレングリコール（ＣｌｏｇＰ値＝－０．６６２）、１，５－ペンタンジオール（Ｃ
ｌｏｇＰ値＝－０．６３５）が挙げられる。溶媒類のうち好ましいのは、ジグリセリン、
グリセリン、エタンジオール、ジエチレングリコール、１，４－ブタンジオール、プロピ
レングリコール、及びこれらの混合物である。より好ましいのは、ジグリセリン、グリセ
リン、及びこれらの混合物である。
【００６２】
　ＣｌｏｇＰは、ポモナ（Pomona）大学及びバイオバイト社（BioByte, Inc.）（カリフ
ォルニア州クレアモント）によるＣＬＯＧＰ（CLOGP（著作権））プログラムにより予測
される、ｌｏｇ（油及び水中分配係数）で算出される。
【００６３】
　シリコーン化合物
　相Ａ及び相Ｂは、コンディショニング効果、特に滑らかさと柔らかさを提供することを
考慮し、シリコーン化合物類を含むことができる。しかし本発明では、製造設備表面上へ
の粒子蓄積を防ぐことを考慮し、シリコーン化合物類を上記粒子類と一緒に含まないのが
好ましい。従って、好ましい実施形態では、相Ａがシリコーン化合物を含み、その一方で
特に相Ｂが上記粒子類を含む場合、相Ｂがシリコーン化合物を実質的に含まない。
【００６４】
　シリコーン化合物は、好ましくは組成物の約０．１重量％～約２０重量％、より好まし
くは約０．５重量％～約１０重量％、更により好ましくは約１重量％～約８重量％の濃度
で使用され得る。
【００６５】
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　単一化合物として、少なくとも２つのシリコーン化合物のブレンド又は混合物として、
もしくは少なくとも１つのシリコーン化合物及び少なくとも１つの溶媒のブレンド又は混
合物として、本明細書で有用なシリコーン化合物は、２５℃にて、好ましくは約１，００
０～約２，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有する。
【００６６】
　粘度は、１９７０年７月２０日付け、ダウ・コーニング試験方法（Dow Corning Corpor
ate Test Method）ＣＴＭ０００４に記載されるようなガラスキャピラリー粘度計を用い
て測定できる。好適な液状シリコーン類としては、ポリアルキルシロキサン類、ポリアリ
ールシロキサン類、ポリアルキルアリールシロキサン類、ポリエーテルシロキサンコポリ
マー類、アミノ置換シリコーン類、四級化シリコーン類、及びこれらの混合物が挙げられ
る。コンディショニング特性を有する他の不揮発性シリコーン化合物も使用することがで
きる。
【００６７】
　好ましくは、前記シリコーン化合物は、前記組成物中にて、約１ミクロン～約５０ミク
ロンの平均粒径を有する。
【００６８】
　本明細書で有用なシリコーン化合物には、以下の構造式：
【００６９】
【化２】

【００７０】
　（式中、Ｒ93はアルキル又はアリールであり、ｐは約７～約８，０００の整数である。
Ｚ8は、シリコーン鎖の末端部をブロックする基を表す）を有するポリアルキル又はポリ
アリールシロキサン類が挙げられる。シロキサン鎖上で置換されるアルキルもしくはアリ
ール基（Ｒ93）又はシロキサン鎖の末端に置換されるアルキルもしくはアリール基Ｚ8は
、得られるシリコーンが室温で流体のままであり、分散性があり、毛髪に適用されたとき
に刺激性がなく、毒性やその他の害もなく、組成物の他の構成成分と相溶性があり、通常
の使用及び保管条件下で化学的に安定であり、毛髪に付着することができ、毛髪の状態を
整える限り、いかなる構造をも有することができる。好適なＺ8基としては、ヒドロキシ
、メチル、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、及びアリールオキシが挙げられる。ケイ素
原子上の２つのＲ93基は、同一の基又は異なる基を表してもよい。好ましくは、２つのＲ
93基は同一の基を表す。好適なＲ93基としては、メチル、エチル、プロピル、フェニル、
メチルフェニル及びフェニルメチルが挙げられる。好ましいシリコーン化合物はポリジメ
チルシロキサン、ポリジエチルシロキサン、及びポリメチルフェニルシロキサンである。
ジメチコンとしても知られるポリジメチルシロキサンが特に好ましい。使用され得るポリ
アルキルシロキサンとしては、例えば、ポリジメチルシロキサンが挙げられる。これらの
シリコーン化合物は、例えば、ビスカシル（Viscasil）（登録商標）及びＴＳＦ４５１シ
リーズでゼネラル・エレクトリック社（General Electric Company）から、並びにダウ・
コーニング（Dow Corning）ＳＨ２００シリーズでダウ・コーニング（Dow Corning）から
入手可能である。
【００７１】
　上記ポリアルキルシロキサン類は、例えば、低い粘度を有するシリコーン化合物との混
合物として入手可能である。このような混合物は、好ましくは約１，０００ｍＰａ．ｓ～
約１００，０００ｍＰａ．ｓ、より好ましくは約５，０００ｍＰａ．ｓ～約５０，０００
ｍＰａｃｓの粘度を有する。このような混合物は好ましくは、（ｉ）２５℃において、約
１００，０００ｍＰａ．ｓ～約３０，０００，０００ｍＰａ．ｓ、好ましくは約１００，
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０００ｍＰａ．ｓ～約２０，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有する第１のシリコーン
、及び（ｉｉ）２５℃において、約５ｍＰａ．ｓ～約１０，０００ｍＰａ．ｓ好ましくは
約５ｍＰａ．ｓ～約５，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有する第２のシリコーンを含む。本明
細書で有用なこのような混合物としては、例えば、ＧＥ東芝（GE Toshiba）から入手可能
な粘度１８，０００，０００ｍＰａ．ｓのジメチコンと粘度２００ｍＰａ．ｓのジメチコ
ンのブレンド、及びＧＥ東芝（GE Toshiba）から入手可能な粘度１８，０００，０００ｍ
Ｐａ．ｓのジメチコンとシクロペンタシロキサンのブレンドが挙げられる。
【００７２】
　本明細書で有用なシリコーン化合物は、また、シリコーンガムを含む。用語「シリコー
ンガム」とは、本明細書で使用する時、２５℃で１ｍ2／ｓ（１，０００，０００センチ
ストークス）以上の粘度を有するポリオルガノシロキサン材料を意味する。本明細書に記
載のシリコーンガム類はまた、上に開示したシリコーン化合物と一部重複する部分も有り
得るとみなされる。この重複は、これらの物質のいずれにおいても限定を意図しない。「
シリコーンガム」は、通常は約２００，０００を超える、一般に約２００，０００～約１
，０００，０００の質量分子量を有するであろう。具体例としては、ポリジメチルシロキ
サン、ポリ（ジメチルシロキサンメチルビニルシロキサン）コポリマー、ポリ（ジメチル
シロキサンジフェニルシロキサンメチルビニルシロキサン）コポリマー、及びこれらの混
合物が挙げられる。シリコーンガム類は、例えば、低い粘度を有するシリコーン化合物と
の混合物として入手可能である。本明細書で有用なそのような混合物には、例えば、信越
（Shin-Etsu）から入手可能なゴム／シクロメチコンブレンドが挙げられる。
【００７３】
　使用することができるシリコーン化合物には、例えば、ポリプロピレンオキシド変性ポ
リジメチルシロキサンが挙げられるが、エチレンオキシド、又はエチレンオキシドとプロ
ピレンオキシドとの混合物も使用することができる。このエチレンオキシド及びポリプロ
ピレンオキシドの濃度は、シリコーンの分散特性を妨げないように十分に低くあるべきで
ある。これらの物質はジメチコンコポリオールとしても知られている。
【００７４】
　本明細書で有用なシリコーン化合物には、また、アミノ置換物質が挙げられる。好まし
いアミノシリコーン類としては、例えば、次の一般式（Ｉ）：
　（Ｒ1）aＧ3-a－Ｓｉ－（－ＯＳｉＧ2）n－（－ＯＳｉＧb（Ｒ1）2-b）m－Ｏ－ＳｉＧ3

-a（Ｒ1）a

　（式中、Ｇは、水素、フェニル、ヒドロキシ、又はＣ1～Ｃ8アルキル、好ましくは、メ
チル；ａは、０又は１～３の値を有する整数、好ましくは、１；ｂは、０、１又は２、好
ましくは、１；ｎは、０～１，９９９の数；ｍは、０～１，９９９の整数；ｎ及びｍの合
計は、１～２，０００の数；ａとｍとが、両方共に０ではない；Ｒ1は、一般式ＣｑＨ2q

Ｌに従う一価のラジカルであり、式中、ｑは、２～８の値を有する整数であり、Ｌは以下
の基から選択される：－Ｎ（Ｒ2）ＣＨ2－ＣＨ2－Ｎ（Ｒ2）2；－Ｎ（Ｒ2）2；－Ｎ（Ｒ2

）3Ａ
-；－Ｎ（Ｒ2）ＣＨ2－ＣＨ2－ＮＲ2Ｈ2Ａ

-；式中、Ｒ2は、水素、フェニル、ベン
ジル、又は飽和炭化水素ラジカル、好ましくは約Ｃ1～約Ｃ20のアルキルラジカル；Ａ-は
、ハロゲン化物イオンを表す）を有するアミノシリコーンである。
【００７５】
　極めて好ましいアミノシリコーン類は式（Ｉ）に相当するものであり、ｍ＝０、ａ＝１
、ｑ＝３、Ｇ＝メチル、ｎは好ましくは約１５００～約１７００、より好ましくは１６０
０であり；及びＬは－Ｎ（ＣＨ3）2である。このような極めて好ましいアミノシリコーン
は、末端アミノシリコーンと呼ばれるが、これはシリコーン鎖の一端又は両端が、窒素含
有基によって末端処理されているためである。
【００７６】
　上述のアミノシリコーン類を組成物中に組み込む場合、低粘度を有する溶媒と混合する
ことができる。このような溶媒としては、例えば、極性もしくは非極性、揮発性もしくは
不揮発性油が挙げられる。このような油としては、例えば、シリコーンオイル、炭化水素



(17) JP 2009-501210 A 2009.1.15

10

20

30

40

50

、及びエステルが挙げられる。このような各種溶媒のうち、好ましいものは、非極性、揮
発性炭化水素類、揮発性環状シリコーン類、不揮発性線状シリコーン類及びこれらの混合
物から成る群から選択されるものである。本明細書で有用な不揮発性線状シリコーン類は
、２５℃にて、約１Ｅ－６ｍ2／ｓ（１ｃＳｔ）～約０．０２ｍ2／ｓ（２０，０００セン
チストークス）、好ましくは約２Ｅ－５ｍ2／ｓ（２０ｃＳｔ）～約０．０１ｍ2／ｓ（１
０，０００センチストークス）の粘度を有するようなものである。好ましい溶媒のうち、
極めて好ましいのは、アミノシリコーン類の粘度を低下させ、及び乾いた毛髪の低減され
た摩擦のような改善されたヘアコンディショニング効果を提供する点で、非極性で揮発性
の炭化水素類、特に非極性で揮発性のイソパラフィン類である。そのような混合物は、好
ましくは約１，０００ｍＰａ．ｓ～約１００，０００ｍＰａ．ｓ、より好ましくは約５，
０００ｍＰａ．ｓ～約５０，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有する。
【００７７】
　他の好適なアルキルアミノ置換シリコーン化合物として、次の構造（ＩＩ）：
【００７８】

【化３】

【００７９】
　（式中Ｒ94はＨ、ＣＨ3又はＯＨであり、ｐ1及びｐ2は１以上の整数であり、ｐ1とｐ2

の合計が６５０～１，５００であり、ｑ1及びｑ2は１～１０の整数である。Ｚ8は、シリ
コーン鎖の末端部をブロックする基を表す）を示すものが挙げられる。好適なＺ8基とし
ては、ヒドロキシ、メチル、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、及びアリールオキシが挙
げられる。極めて好ましいのは、「アモジメチコン」として知られるものである。本明細
書で有用な市販のアモジメチコン類としては、例えば、ダウ・コーニング（Dow Corning
）より入手可能なＢＹ１６－８７２が挙げられる。
【００８０】
　使用することができる他のアミノ置換シリコーンポリマーは、以下の式：
【００８１】
【化４】

【００８２】
　（式中、Ｒ98は１から１８個までの炭素原子を有する一価の炭化水素基、好ましくはア
ルキル又はアルケニル基、例えばメチルを示し；Ｒ99は炭化水素基、好ましくはＣ1～Ｃ1

8アルキレン基又はＣ1～Ｃ18、そして更に好ましくはＣ1～Ｃ8アルキレンオキシ基を示し
；Ｑ-はハロゲン化物イオン、好ましくはクロリドであり；ｐ5は２から２０まで、好まし
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くは２から８までの平均統計的値を示し；ｐ6は２０から２００まで、また好ましくは２
０から５０までの平均統計的値を示す）により表される。
【００８３】
　上記シリコーン化合物は更に、機械的混合によるか又はエマルション重合化による合成
段階で、アニオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤及びこれ
らの混合物から選択される界面活性剤の助けを借りて又は助け無しで製造されるエマルシ
ョンの形態で本発明の組成物に組み入れることができる。
【００８４】
　追加的な構成成分
　本発明の組成物は、追加の構成成分を含んでもよい。追加構成成分は、相Ａ、相Ｂ、そ
の他の相（含まれる場合）、及び／又はこれらの相の全てに含まれてもよい。
【００８５】
　保湿剤（humectant）
　好適な有益剤は、１つ以上の保湿剤である。様々な保湿剤が使用可能で、水１０部に対
して少なくとも５部の溶解度を有する不揮発性の有機物が約０．１％～約５０％、好まし
くは約０．５％～約３５％、より好ましくは約２％～約２０％の濃度で存在することがで
きる。好ましい水溶性有機材料は、グアニジン；ソルビトール及びスクロースなどの糖類
；デンプン類；糖及びデンプン誘導体類（例えばアルコキシル化グルコース）；パンテノ
ール（Ｄ－体、Ｌ－体、及びＤ，Ｌ－体を含む）；ピロリドンカルボン酸；ヒアルロン酸
；ラクトアミドモノエタノールアミン；アセトアミドモノエタノールアミン；尿素；及び
一般式（ＨＯＣＨ2ＣＨ2）ｘＮＨｙ（式中ｘ＝１～３、ｙ＝０～２、ｘ＋ｙ＝３）のエタ
ノールアミン類、及びこれらの混合物から成る群から選択される。
【００８６】
　水溶性非イオン性ポリマー
　本発明の組成物は、約０．１重量％～約１０重量％、より好ましくは約０．２重量％～
約５重量％、さらにより好ましくは約０．５重量％～約３重量％の水溶性非イオン性ポリ
マーを含んでいてもよい。
【００８７】
　本発明のポリマーは下記一般式によって特徴付けられる：
【００８８】
【化５】

【００８９】
　式中、ＲはＨ、メチル、及びこれらの混合物からなる群から選択される。ＲがＨである
とき、これらの物質は、ポリエチレンオキシド、ポリオキシエチレン、及びポリエチレン
グリコールとしても知られるエチレンオキシドのポリマーである。Ｒがメチルであるとき
、これらの物質は、ポリプロピレンオキシド、ポリオキシプロピレン、及びポリプロピレ
ングリコールとしても知られるプロピレンオキシドのポリマーである。Ｒがメチルである
とき、生成するポリマーの種々の位置異性体が存在し得ることも理解される。上記構造に
おいて、ｎは約２，０００～約１４，０００、好ましくは約５，０００～約９，０００、
より好ましくは約６，０００～約８，０００の平均値を有する。
【００９０】
　特に好ましい本明細書で有用なポリエチレングリコールポリマーは、式中、ＲがＨに等
しく、ｎが約２，０００の平均値を有するＰＥＧ－２Ｍ（ＰＥＧ２－Ｍはまた、ユニオン
カーバイド（Union Carbide）製ポリオックス（Polyox）ＷＳＲ（登録商標）Ｎ－１０、
及びＰＥＧ－２，０００として知られている）；式中、ＲがＨに等しく、ｎが約５，００
０の平均値を有するＰＥＧ－５Ｍ（ＰＥＧ５－Ｍはまた、ポリオックスＷＳＲ（登録商標
）Ｎ－３５及びポリオックスＷＳＲ（登録商標）Ｎ－８０（双方ともユニオンカーバイド
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から）、並びにＰＥＧ－５０００及びポリエチレングリコール３００，０００として知ら
れている）；式中、ＲがＨに等しく、ｎが約７，０００の平均値を有するＰＥＧ－７Ｍ（
ＰＥＧ７－Ｍはまた、ユニオンカーバイド製ポリオックスＷＳＲ（登録商標）Ｎ－７５０
として知られている）；式中、ＲがＨであり、ｎが約９，０００の平均値を有するＰＥＧ
－９Ｍ（ＰＥＧ９－Ｍはまた、ユニオンカーバイド製ポリオックスＷＳＲ（登録商標）Ｎ
－３３３３として知られている）；並びに式中、ＲがＨに等しく、ｎが約１４，０００の
平均値を有するＰＥＧ－１４Ｍ（ＰＥＧ１４－Ｍはまた、ユニオンカーバイド製ポリオッ
クスＷＳＲ（登録商標）Ｎ－３０００として知られている）である。他の有用なポリマー
としては、ポリプロピレングリコール及び混合ポリエチレン／ポリプロピレングリコール
が挙げられる。
【００９１】
　カチオン性ポリマーコンディショニング剤
　本明細書で有用なカチオン性コンディショニングポリマー類は、少なくとも約５，００
０、典型的には約１０，０００～約１０，０００，０００、好ましくは約１００，０００
～約２，０００，０００の平均分子量を有するものである。カチオン性コンディショニン
グポリマー類は本発明の組成物中で、好ましくは約０．０５重量％～約２重量％、より好
ましくは約０．１重量％～約０．５重量％の濃度で用いることができる。好適なカチオン
性ポリマー類としては、例えば、アクリルアミド、メタクリルアミド、アルキル及びジア
ルキルアクリルアミド類、アルキル及びジアルキルメタクリルアミド類、アルキルアクリ
レート、アルキルメタクリレート、ビニルカプロラクトン、及びビニルピロリドンなどの
水溶性スペーサーモノマー類を伴うカチオン性アミン又は四級アンモニウム官能基を有す
るビニルモノマー類のコポリマー類が挙げられる。他の好適なスペーサーモノマーには、
ビニルエステル、ビニルアルコール（ポリビニルアセテートの加水分解によって作られる
）、無水マレイン酸、プロピレングリコール及びエチレングリコールが挙げられる。本明
細書で有用な他の好適なカチオン性ポリマー類には、例えば、カチオン性セルロース類、
カチオン性デンプン類、及びカチオン性グアーゴム類が挙げられる。
【００９２】
　低融点オイル
　本明細書で有用な低融点オイル類は、２５℃未満の融点を有するものである。本明細書
で有用な低融点オイルは、１０～約４０個の炭素原子を有する炭化水素；オレイルアルコ
ールなどの約１０～約３０個の炭素原子を有する不飽和脂肪族アルコール類；約１０～約
３０個の炭素原子を有する不飽和脂肪酸類；脂肪酸誘導体類；脂肪族アルコール誘導体類
；ペンタエリスリトールエステル油類、トリメチロールエステル油類、クエン酸エステル
油類、及びグリセリルエステル油類などのエステル油類；ポリα－オレフィン油類；及び
これらの混合物から成る群から選択される。本明細書における好ましい低融点オイル類は
、ペンタエリスリトールエステル油類、トリメチロールエステル油類、クエン酸エステル
油類、及びグリセリルエステル油類などのエステル油類；ポリα－オレフィン油類；及び
これらの混合物から成る群から選択される。
【００９３】
　本明細書における特に有用なペンタエリスリトールエステル油類及びトリメチロールエ
ステル油類には、ペンタエリスリトールテトライソステアレート、ペンタエリスリトール
テトラオレエート、トリメチロールプロパントリイソステアレート、トリメチロールプロ
パントリオレエート、及びこれらの混合物が包含される。このような化合物は、コーキョ
ウ・アルコール（Kokyo Alcohol）から商標名ＫＡＫＰＴＩ、ＫＡＫＴＴＩとして、及び
新日本理化株式会社（Shin-nihon Rika）から商標名ＰＴＯ、ＥＮＵＪＥＲＵＢＵ　ＴＰ
３ＳＯとして入手可能である。
【００９４】
　本明細書において特に有用なクエン酸エステル油類としては、バーネル（Bernel）から
商標名シトモール（CITMOL）３１６として入手可能なクエン酸トリイソセチル、フェニッ
クス（Phoenix）から商標名ペレモール（PELEMOL）ＴＩＳＣとして入手可能なクエン酸ト
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リイソステアリル、及びバーネル（Bernel）から商標名シトモール（CITMOL）３２０とし
て入手可能なクエン酸トリオクチルドデシルが挙げられる。
【００９５】
　本明細書において特に有用なグリセリルエステル油類には、太陽化学株式会社（Taiyo 
Kagaku）から商標名サン・エスポール（SUN ESPOL）Ｇ－３１８として入手可能なトリイ
ソステアリン、クローダ・サーファクタンツ（Croda Surfactants Ltd.）から商標名シス
ロール（CITHROL）ＧＴＯとして入手可能なトリオレイン、ヴェヴィ（Vevy）から商標名
エファダーマ－Ｆ（EFADERMA-F）又はブルックス（Brooks）から商標名エファ－グリセラ
イズ（EFA-GLYCERIDES）として入手可能なトリリノレインが挙げられる。
【００９６】
　本明細書で特に有用なポリα－オレフィン油類には、エクソン・モービル社（Exxon Mo
bil Co.）から入手可能な、約５００の数平均分子量を有する商品名ピュアシン６（PURES
YN 6）、及び約３０００の数平均分子量を有する商品名ピュアシン１００（PURESYN 100
）、及び約６０００の数平均分子量を有する商品名ピュアシン３００（PURESYN 300）の
ポリデセン類が挙げられる。
【００９７】
　他の追加的な成分
　本明細書の組成物は、このような組成物をより化粧上若しくは美観上許容されるものに
するか、又はそれらに追加用法効果を与えるために好適な、様々な他の任意成分を含有す
ることができる。任意成分は、コンディショニング相もしくは有益相のいずれかにおいて
見出されてもよい。このような従来の任意成分は、当業者に周知である。
【００９８】
　多種多様な追加成分を本発明の組成物に配合することができる。これらには、その他コ
ンディショニング剤；ココモノエタノールアミドなどの長鎖脂肪酸アルカノールアミド及
びメタノールアミドなどの粘度変性剤；結晶性懸濁剤；エチレングリコールジステアレー
トなどの真珠光沢助剤；ベンジルアルコール、メチルパラベン、プロピルパラベン、及び
イミダゾリジニル尿素などの防腐剤；ポリビニルアルコール；エチルアルコール；クエン
酸、クエン酸ナトリウム、コハク酸、リン酸、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどの
ｐＨ調整剤；一般に酢酸カリウム及び塩化ナトリウムなどの塩類；任意の食品、医薬品及
び化粧品用、又は医薬品及び化粧品用色素などの水溶性着色剤；アントラキノン、アゾ、
ニトロ、塩基性、トリアリールメタン、又は分散染料、又はこれらの任意の組み合わせな
どの毛髪着色剤／染料；ポリクオタニウム－５５（アイエスピー（ISP：International S
pecialty Products）のスタイリーゼ（Styleze）Ｗ－１０又はＷ－２０）、ポリクオタニ
ウム－６８（ＢＡＳＦのルビクァットシュープリーム（Luviquat Supreme））などのヘア
スタイリングポリマー；過酸化水素、過ホウ酸塩及び過硫酸塩などのヘア酸化（漂白）剤
；チオグリコール酸塩などの毛髪還元剤；香料；エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムな
どの金属イオン封鎖剤；及び、グリセリン、アジピン酸ジイソブチル、ステアリン酸ブチ
ル、及びプロピレングリコールなどのポリマー可塑化剤が挙げられる。これらの任意成分
の他の非限定例としては、ビタミン類及びその誘導体類（例えば、アスコルビン酸、ビタ
ミンＥ、酢酸トコフェリルなど）；日焼け止め剤；増粘剤（例えば、クローダ（Croda）
よりクロシックス（Crothix）として入手可能なポリオールアルコキシエステル）；コン
ディショニング組成物の完全な抗菌性を維持するための防腐剤；抗ニキビ薬（レゾルシノ
ール、サリチル酸など）；酸化防止剤；アロエベラ抽出物、アラントインなどの皮膚鎮静
及び治療剤；キレート化剤及び隔離剤；及び芳香剤、精油、皮膚感覚剤、顔料、パールエ
ッセンス剤（例えば、雲母及び二酸化チタン）、レーキ、着色剤など（例えば、丁子油、
メントール、カンファー、ユーカリ油、及びオイゲノール）などの審美目的に好適な剤が
挙げられる。
【００９９】
　毛髪及び皮膚に有効なその他の任意成分は、アルファポジションでヒドロキシル化され
るカルボン酸（この化合物はα－（アルファ）ヒドロキシル酸とも呼ばれる）またはこの
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誘導体などが挙げられる。本明細書で定義される酸誘導体は、結合塩（例えば、有機塩基
又はアルカリ金属との結合塩）、又はラクチド（例えば、αヒドロキシ酸分子の非エステ
ル化（autiesterification）によって得られる）である。このような化合物の例は、クエ
ン酸、乳酸、メタラク酸（methallactic acid）、フェニル乳酸、リンゴ酸、マンデル酸
、グリコール酸、ベンジル酸、２－ヒドロキシカプリル酸である。
【０１００】
　毛髪及び皮膚に有効な追加成分は、セラミド又はグリコセラミドを含む。セラミドは、
Ａｒｃｈ.  Ｄｅｒｍａｔｏｌ（Arch. Dermatol）、１２３巻、１３８１～１３８４頁、
１９８７年、又はフランス特許第２，６７３，１７９号に記載されているように、スクロ
ースペンタラウレート、スクローステトラオレエート、スクロースペンタエルケート（su
crose pentaerucate）、スクローステトラエルケート（sucrose tetraerucate）、スクロ
ースペンタタロウエート、スクローストリアピエート（sucrise triapeate）、スクロー
ステトラピエート（sucrose tetrapeate）、スクロースペンタラピエート（sucrose pent
arapeate）、スクローストリステアレート、スクロースペンタステアレートなどの脂肪酸
ポリエステル、及びこれらの混合物；ポリペプチド及び塩基性アミノ酸、特にアルギニン
で構成されるアミノ酸である。
【０１０１】
　使用方法
　本発明のパーソナルケア組成物は従来の方法で使用されて、コンディショニング効果及
びその他の効果を提供する。このような使用方法は、使用される組成物の種類にもよるが
、一般的には有効量の製品を毛髪もしくは皮膚に適用することが必要である。そしてその
後、（ヘアリンスの場合と同様に）毛髪もしくは皮膚から洗い流されてもよく、あるいは
（ジェル、ローション、及びクリームの場合と同様に）毛髪もしくは皮膚に残されてもよ
い。「有効量」は、乾燥櫛通り効果を与えるのに十分な量を意味する。一般に、約１ｇ～
約５０ｇが毛髪の頭皮に適用される。組成物は、通常、毛髪、頭皮もしくは皮膚にすり込
み、もしくはマッサージすることによって毛髪もしくは皮膚全体に分配される。好ましく
は上記組成物は、毛髪を乾燥させる前の濡れているか、もしくは湿った毛髪に適用する。
このような組成物が毛髪に適用された後、使用者の好みに応じて毛髪は乾かされ、スタイ
ルが整えられる。もう１つの方法では、組成物を乾燥した毛髪に適用し、次いで毛髪を櫛
で梳き、もしくは使用者の好みに従ってスタイルを整えられる。パーソナルケア組成物は
、有効量の組成物を毛髪もしくは皮膚に局所適用し、水ですすぐことによって前記毛髪も
しくは皮膚から組成物を除去することによって、毛髪もしくは皮膚にコンディショニング
効果を送達し、及び／又は毛髪もしくは皮膚にヘアスタイリング効果を送達し、及び／又
は毛髪もしくは皮膚に毛髪着色効果を送達するのに有用である。
【０１０２】
　本発明の好ましい実施形態のコンディショニング組成物類は、洗い流し型ヘアコンディ
ショナーに特に適している。そのような組成物は、好ましくは下記の工程で使用される：
　（ｉ）毛髪をシャンプーした後、毛髪をコンディショニングするための有効量のコンデ
ィショニング組成物類を毛髪に適用する工程；及び
　（ｉｉ）その後、該毛髪をすすぐ工程。
【０１０３】
　製造方法
　本発明のパーソナルケア組成物は、所望の多相製品形態を作製及び配合するのに好適な
あらゆる既知の技術、ないしは別の有効な技術によって調製されてもよい。練り歯磨きチ
ューブでの充填技術と回転台設計とを組み合わせることが、特に有効である。本発明の具
体的な実施形態に適用される場合のそのような方法の具体的な非限定例が、以下の実施例
で説明される。
【実施例】
【０１０４】
　以下の実施例は、本発明の範囲内にある実施形態をさらに説明及び実証する。これら実
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することなく、多くの変更が可能であるので、本発明を限定するものと解釈すべきではな
い。成分（複数）は化学名又はＣＴＦＡ名称により識別され、そうでない場合は以下に定
義される。
【０１０５】
　（実施例１～４）
【０１０６】
【表１－１】

【０１０７】



(23) JP 2009-501210 A 2009.1.15

10

20

30

【表１－２】

【０１０８】
　（実施例５～８）
【０１０９】
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【表２】

【０１１０】
　構成成分（複数）の定義
　＊１　ＧＥシリコーン（GE Silicones）より１８，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を
有するジメチコンと２００ｍＰａ．ｓの粘度を有するジメチコンとの配合物として供給
　＊２　ＧＥシリコーン（GE Silicones）より１８，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を
有するジメチコンとシクロペンタシロキサンとの配合物として供給
　＊３　クローダケミカル（Croda Chemicals）よりポーラワックス（Polawax）ＮＦとし
て市販される混合物
　＊４　ローム・アンド・ハース（Rohm&Haas）より入手可能
　＊５　ＬＣＷより粒径２．５μｍのユニピュアレッド（Unipure Red）ＬＣ３００とし
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て供給
　＊６　ＬＣＷより粒径１．８μｍのユニピュアピンク（Unipure Pink）ＬＣ５８３とし
て供給
　＊７　テイカ（Tayca Corp.）より粒径０．２μｍのＪＡ－Ｃとして供給
　＊８　ＧＥ社より、商品名ＢＸ３０８３－１にて入手可能であり、２２０，０００～２
４５，０００ｍＰａ．ｓの範囲の粘度を有し、次の式（Ｉ）：
　（Ｒ1）aＧ3-aＳｉ－（－ＯＳｉＧ2）n－（－ＯＳｉＧb（Ｒ1）2-b）m－０－ＳｉＧ3-a

（Ｒ1）a　　　（Ｉ）
　（式中、Ｇはメチル；ａは、１の整数；ｂは、０、１又は２、好ましくは、１；ｎは、
１５００～約１７００の数；ｍは、０の整数；Ｒ1は、一般式ＣｑＨ2ｑＬに従う一価のラ
ジカルであり、式中、ｑは、３の整数であり、Ｌは、－Ｎ（ＣＨ3）2である。）を有する
末端アミノシリコーン
　＊９　新日本石油化学社（Nisseki）イソゾル（Isosol）４００として供給
　＊１０　ハーキュレス（Hercules）より入手可能なポリサーフ（Polysurf）６７ＣＳ
　＊１１　ＬＣＷより粒径０．５μｍのユニピュア（Unipure）ＬＣ３８０として供給
　＊１２　ＬＣＷより粒径１．８μｍのユニピュアピンク（Unipure Pink）ＬＣ５８９と
して供給
【０１１１】
　調製方法
　上記で示した「実施例１」～「実施例８」のコンディショニング組成物は、当該技術分
野において周知の従来のいかなる方法によっても調製できる。これらは、次のようにして
好適に調製される：
　主容器とは別の容器内で、撹拌しながら粒子をキャリア流体に加える。主容器内で、撹
拌しながらカチオン性界面活性剤及び高融点脂肪族化合物を水に加え、温度８０℃を超え
るまで加熱する。混合物を約５５℃で冷却し、ゲルマトリックスを形成させる。包含され
る場合、シリコーン化合物、香料、防腐剤、及びその他残りの構成成分を、約５５℃で撹
拌しながらゲルマトリックスに加える。粒子／キャリア流体プレミックスは、この段階で
、もしくは後の貯蔵タンクに保存する前など、又は２相を混合する直前に加えることがで
きる。アミノシリコーン及びＣ１３～Ｃ１６イソパラフィンを含む実施例では、そのよう
なアミノシリコーン及びＣ１３～Ｃ１６イソパラフィンをゲルマトリックスに加える前に
、予混合することができる。次に、混合物は室温に冷却される。
【０１１２】
　最初に、ポンプ及びホースを取り付けられた別個のタンク中に別個の相を置くことによ
り、これらの相を合わせる。次に、これらの相を予め定められた量で単一の組み合わせセ
クションにポンプで送る。次に、相を組み合わせ区分からブレンド区分に移動し、得られ
る単一の製品が相の視覚的に区別可能な模様を示し、物理的に接して詰められるようにブ
レンド区分で混合する。模様を、ストライプ模様、渦模様、渦巻き模様、大理石模様、及
びこれらの組み合わせより成る群から選択する。次に、ブレンドセクションで混合された
製品をホースを介して単一のノズルから回転容器にポンプで送り、次に、得られた製品で
容器の上から下まで充填する。相が視覚的に区別可能であり物理的に接して詰められる、
２相製品が得られる。視覚的に区別可能な相は渦巻き模様を形成する。
【０１１３】
　実施例１～８のこのような２相製品は本発明のものであり、洗い流し型用途向けのヘア
コンディショニング剤類に特に有用である。実施例１～８では、相Ａ及びＢ組成物は、約
１Ｐａ～約１００Ｐａの降伏応力、及び約１０ｋＰａ．ｓ～約１，０００ｋＰａ．ｓのゼ
ロ剪断粘度を有する。実施例１～８では、相Ａ及びＢの降伏応力が少なくとも２００Ｐａ
までにわたる剪断応力において、相Ａと相Ｂの粘度比は約１：１５～約１５：１である。
【０１１４】
　実施例１～８の２相製品は、少なくとも濡れた毛髪のコンディショニング及び乾いた毛
髪のコンディショニング効果を提供する。実施例１～８の２相製品は、視覚的に区別可能
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な相、特に複数の色及び模様により美しい製品外観を提供し、その模様は容易に得られ、
長期間維持される。実施例１～８の２相製品は、濡れた毛髪のコンディショニング及び乾
いた毛髪のコンディショニング効果などの複数の効果を、視覚的に区別可能な相、特に複
数の色及び模様により、消費者に効率的に伝えることができる。
【０１１５】
　本発明の「発明を実施するための最良の形態」で引用したすべての文献は、関連部分に
おいて本明細書に参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に対
する先行技術であることを容認するものと解釈されるべきではない。この文書における用
語のいずれかの意味又は定義が、参考として組み込まれる文献における用語のいずれかの
意味又は定義と対立する範囲については、本文書におけるその用語に与えられた意味又は
定義を適用するものとする。
【０１１６】
　本発明の特定の実施形態について説明し記載したが、この発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変更可能であることはこの技術に精通したものなら言うまでもない。したがって、
本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲で扱う
ものとする。
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